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イベント民泊に関するアンケート調査結果について 

 

平成３０年１０月９日  

大仙市企画部総合政策課  

 

１ 概要 

  平成３０年８月２５日（土）～２６日（日）にかけて行われた、全国花火競技大会「大

曲の花火」開催時に実施したイベント民泊への参加者である、自宅提供者１０人及び宿泊

者１０団体に対しアンケート調査を実施したところ、自宅提供者１０人、宿泊者９団体か

ら回答を得た（回答率：自宅提供者１００％、宿泊者９０％）。 

 

２ 自宅提供者 

 ⑴ イベント民泊について知ったきっかけ 

   「市広報」を見て知った方が最も多かったが、「新聞」や「ラジオ」などのメディアか

ら情報を得たというケースもあったことから、今後も市広報以外の様々な形で募集を行

っていくことが望ましい。 

・市ホームページ １人（１０％）  ・市広報 ６人（６０％） 

・新聞記事    ２人（２０％）  ・ラジオ １人（１０％） 

・知り合いからの紹介、テレビ 各０人 

 

 ⑵ 周辺住民への事前周知 

   イベント民泊を実施する旨についての周辺住民への事前周知については、「特に話をし

ていない」が全体の７割を占め、多くの家庭で事前周知が行われていなかった。（なお、

周辺住民から騒音等の苦情が寄せられることはなかった。） 

  ・隣接するすべての家庭に話した １人（１０％） 

  ・隣接する一部の家庭に話した  ２人（２０％） 

  ・特に話をしていない      ７人（７０％） 

 

 ⑶ 民泊に関する何らかの研修等を受けたい場合、その内容について（複数回答可） 

自宅提供者の８割が何らかの研修等を受けたいと考えており、その内容としては、宿

泊サービスの提供に関することや、他のトラブル等の事例に関することが多かった。 

  ・宿泊サービスの提供に関する全体的な研修（宿泊者への対応等）４人（４０％） 

  ・衛生面に関する研修（住宅内の衛生管理や感染症対策など）  １人（１０％） 

  ・安全面に関する研修（犯罪や事故防止など）         ２人（２０％） 

  ・外国人の対応に関する研修                 ２人（２０％） 

  ・トラブル回避のための他の事例研究等に関する研修      ４人（４０％） 

  ・特にない                         ２人（２０％） 

  ・その他（自宅提供者間の情報共有）             １人（１０％） 

 

 ⑷ 寝具の管理方法 

寝具の管理については、ほぼすべての家庭で洗濯（丸洗い）や天日干しを行った。（な
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お、宿泊者からは寝具の状態について高い満足度が得られた（下記３⑺参照）。） 

  ・自宅で洗濯した上で、天日干しを行った ２人（２０％） 

  ・自宅で天日干しのみ行った       ６人（６０％） 

  ・コインランドリー等で洗濯等を行った  １人（１０％） 

  ・特に何も行っていない         １人（１０％） 

 

 ⑸ 宿泊者のマナーについて 

宿泊者のマナーは概ね良かったが、夜遅くまで話をしており「少し悪かった」と感じ

られる団体も一部で見られた。今後は利用案内などを作成し、就寝時間等について宿泊

者に周知を行っていくなど、何らかの対応が必要。 

  ・非常に良かった ７人（７０％）  ・まあまあ良かった ２人（２０％） 

  ・少し悪かった  １人（１０％）  ・かなり悪かった ０人 

 

 ⑹ 市が宿泊者に対して、事前にもっと情報提供を行うべきだと思う点（自由記述） 

住宅の所在地や宿泊料金など、宿泊者が宿泊先を選ぶ上で最低限必要な情報は提供す

ることができたが、自宅提供者の家族構成など受け入れ側の情報や、花火大会・周辺の

観光に関する案内があれば、宿泊者にとってより利便性の良いものになるとの意見があ

った。 

・自宅提供者の家族構成をある程度お知らせするべきかと思う（どういった受入者なの

かわからず、宿泊を希望する方も不安だったようだ）。 

・受け入れ側の紹介の充実（家族の紹介や職業、年齢の他、住宅の外観等を写真で）。 

・自宅提供者の家族構成や年代。 

・バスなど公共交通機関のルートや、大会当日に混雑する道路の案内があれば親切。 

  ・大仙市の花火以外の見所についてのＰＲ。 

  ・花火大会の会場には動きやすい服装（運動靴など）で行った方がいいこと。 

・築年数の他に、リフォームの状況も情報提供できれば。 

・ホームページに掲載する写真の数が少ない（トイレや風呂の写真も追加するべき）。 

 

 ⑺ イベント民泊を来年度も実施するとすれば、また協力したいと思うか 

   すべての家庭で、来年度の自宅の提供について前向きな回答が得られた。 

・また自宅を提供したい ６人（６０％） 

  ・場合によっては自宅を提供しても良い ４人（４０％） 

    ※ 提供しても良いと思う条件について（自由記述） 

・料金をもう少し高く設定できれば。 

・宿泊者側からすれば身分証明書の写しの提出は大変だったと思うが、自宅提

供者としてはそのような手続きがあったから安心できた。今後もそのような

仕組みがあれば良い。 

・その時になってみないとわからない。 

     ・自宅提供者側で受け入れをキャンセルができる仕組みであれば。 

・あまり自宅を提供したくない、もう自宅を提供したくない 各０人 
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 ⑻ その他の意見（自由記述） 

宿泊者の募集期間を早め、もっと多くの宿泊者を受け入れられるようにするべきとの

意見が多かった。また、自宅提供者側で急に宿泊者を受け入れできなくなった際の対応

方法について検討するべきとの意見もあった。 

・観光客の方が宿を予約する時期はもっと早いと思うので、早めに宿泊者の募集を開始

して応募期間を長くするべきだと思う。 

  ・桟敷席が販売される前に宿泊者の募集を行ってほしい。 

  ・都会の人は２ヶ月前には花火大会の計画を立てるので、宿泊者の募集期間を早めに始

めた方が良い（６～７月まで）。 

  ・花火大会開催日が近づくにつれ、自宅提供者側にキャンセルの事情が発生しないか不

安になった。お客様側だけでなく、自宅提供者側もキャンセルが生じる場合もあるの

ではないかと思うので、その場合の対処方法を今後考えなければならないと思った。 

  ・マナーの良いお客様に来ていただき、気持ちよく対応することができた。 

  ・個人情報なので難しいと思うが、もっと宿泊者の趣味や家族構成など、宿泊者の情報

を事前に把握できれば対応しやすいと思う。 

  ・インターネットで検索する際、「ホテル」や「宿泊」といったワードで上位にヒットで

きるようになれば、もっと応募があったのではないか。 

  ・価格設定については、例えば団体割引を行うなど、大人数が利用しやすい環境であれ

ば、より多くの人数を集めやすくなると思う。 

  ・食事の提供もできるようになれば、価格の差別化も図られやすい。 

  ・住宅１軒に複数団体を宿泊できるようにするとすれば、貴重品の管理など防犯面など

でのリスクや負担が大きくなり大変だと思う。１団体のみの方が安心だが、受け入れ

可能人数近くまでどのように集めるかが課題だと思う。 

  ・家族みたいでとても楽しかった。 

  ・食事や送迎等がないにもかかわらず宿泊料金を頂くのは若干気が引ける。朝食や飲み

物くらいは出してもいいのではないか。 

  ・宿泊客には、田舎体験（郷土料理作りや野菜収穫体験など）も併せて提供したい。食

事は自分たちで作れば特に問題はないと思うし、集落の活性化にもつながると思う。 

 

３ 宿泊者（団体の代表者） 

 ⑴ イベント民泊を知ったきっかけ 

   「市ホームページ」や「大曲の花火大会の公式ホームページ」など、ほぼすべての宿

泊者がインターネット環境からイベント民泊に関する情報を得ていた。今後は、インタ

ーネット環境のない方への周知が課題。 

  ・市ホームページ ５人（５６％） 

  ・大曲の花火公式ホームページ（大曲商工会議所運営） ３人（３３％） 

  ・その他（秋田県に住む知人からの紹介） １人（１１％） 

  ・市フェイスブック、市内の宿泊施設からの紹介、新聞等の報道 各０人 

 

 ⑵ 宿泊先を選択する際、最も重視した条件 

   電車で訪れた宿泊者の８割が「花火大会の会場までの距離」を、自家用車で訪れた宿
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泊者の半数が「宿泊料金」をそれぞれ重視したと回答した。 

  ・宿泊料金         ２人（２２％） 

・花火大会会場までの距離  ５人（５６％） 

・その他（住宅の構造等）  ２人（２２％） 

  ・大曲駅からの距離、住宅の築年数、寝室の施錠の可否 各０人 

        回答内容         ※ 回答者の属性（交通手段） 

     宿泊料金 ２人        → うち電車   １人（５０％） 

うち自家用車 １人（５０％） 

     花火大会会場までの距離 ５人 → うち電車   ４人（８０％） 

                      うち自家用車 １人（２０％） 

 

 ⑶ 市がホームページに掲載した、宿泊料金や設備等についての情報量は十分だったか 

   すべての宿泊者が「十分知ることができた」、「まあまあ知ることができた」と回答し、

宿泊者が宿泊先を選ぶ上で、最低限必要な情報は提供できていたことがわかった。 

・十分知ることができた   ３人（３３％） 

・まあまあ知ることができた ６人（６７％） 

  ・あまり知ることができなかった、ほとんど知ることができなかった 各０人 

 

 ⑷ 宿泊先について、事前にもっと詳しく知りたかったこと（自由記述） 

   自宅提供者の家族構成など受け入れ側の情報や、住宅の写真資料が不足していたとの

意見があった。 

  ・詳細な地図（家の外観など）。 

  ・写真３枚だと少し情報が少ないように感じる。 

  ・自宅提供者の大まかな情報（夫婦のみ、夫婦と子ども１など）。 

  ・なるべく細かい事が知りたい。特に花火大会が終わった後、車だったら何時間、電車

なら何駅など。花火会場までの距離（km）だけだとすごく遠いイメージだったが、実

際行ってみたら何の不自由もなかった。 

  ・民泊できる家の周囲の宿泊費の相場が分かれば、値段に関してもう少し納得して利用

できたと思う。 

・自宅提供者の思い（なぜ宿泊者を受け入れることにしたのか等）。 

 

 ⑸ 宿泊料金は適切だったか 

   約半数の宿泊者が「高かった」と回答した。回答者の属性から、概ね大曲地域の家庭

で高く、大曲以外の地域で適切だったことがわかった。 

   ※ 回答者の属性 

  ・高かった  ４人（４４％） → 大曲地域３人、大曲以外の地域１人 

  ・適切だった ５人（５６％） → 大曲地域２人、大曲以外の地域３人 

  ・低かった  ０人 

 

 ⑹ どれくらいの料金が適切か（上記⑸で「高かった」または「低かった」と回答した方） 

   宿泊料金が「高かった」と回答した宿泊者からは、立地条件等が最も良い場所であっ
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ても１万円以下とするのが妥当との意見が得られた。 

 ○高かった 

・大曲地域     一人当たり ５千円程度     １人（２５％） 

             一人当たり ７千円～１万円程度 ２人（５０％） 

   ・大曲以外の地域  一人当たり ２千円程度     １人（２５％） 

 

 ⑺ 今回の宿泊先に対する満足度 

   宿泊先に対する満足度については、各項目ですべての宿泊者から「とても満足」「まあ

まあ満足」との回答が得られた。 

・寝具の状態 

    とても満足 ７人（７８％）  まあまあ満足 ２人（２２％） 

 少し不満、かなり不満 各０人 

  ・住宅内の状態 

    とても満足 ７人（７８％）  まあまあ満足 ２人（２２％） 

 少し不満、かなり不満 各０人 

・部屋の広さ 

    とても満足 ８人（８９％）  まあまあ満足 １人（１１％） 

 少し不満、かなり不満 各０人 

・家主の対応 

    とても満足 ８人（８９％）  まあまあ満足 １人（１１％） 

 少し不満、かなり不満 各０人 

 

 ⑻ 宿泊先で特に良かった点や改善すべき点について（自由記述） 

  ○良かった点 

   ・花火会場や駅までの距離が近い。 

   ・水回りの設備がリフォームで綺麗になっていた。 

   ・家主さんがとてもフレンドリーで話しやすかった。 

   ・家主の人たちの雰囲気が良かった。 

   ・宿泊が自分たちのみだった。 

   ・花火会場までの距離が非常に近かった。 

   ・家主の方がとても気さくで、宿泊者全員が満足しました。 

   ・家主の対応が良かった。 

   ・一般の宿泊施設の人には聞けなそうな、花火に関する細かな情報も聞けた。 

   ・一生懸命おもてなしをしていただき有り難かった。 

○改善すべき点 

   ・素泊まりなので、料金が高すぎるのでは。 

   ・ハンガーがあると助かる。 

   ・冷暖房設備の充実。 

   ・ハエなどの虫の対処。 

   ・部屋にゴミ箱があればうれしかった。 

   ・帰宅後は疲れているので過度な気遣いは困る。 
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 ⑼ 「大曲の花火」はどこで観覧したか 

  ・有料観覧席Ａ席（定員６名）  ８人（８９％） 

  ・有料観覧席Ｃ席（定員５名）  ０人 

  ・有料観覧席イス席（定員１名） ０人 

  ・有料自由観覧エリア      ０人 

  ・その他の場所         １人（１１％） 

 

 ⑽ 「宿泊先の住宅」から「花火大会の会場」までの交通手段と所要時間について 

   大曲地域に宿泊した場合は、花火大会観覧後、宿泊先に遅くとも午後１０時半頃には

到着できたが、大曲以外の地域に宿泊した場合は、おおむね深夜２４時頃の到着となる

ことがわかった。 

 ○往路（行き） 

    〈交通手段〉         〈所要時間〉 

・自家用車 １人（１１％） → 約３０分（大曲地域以外） 

・電車   ２人（２２％） → 約２時間（大曲地域以外） 

  ・徒歩   ６人（６７％） → 約２０分～１時間（大曲地域） 

・タクシー、その他 各０人 

 ○復路（帰り） 

    〈交通手段〉         〈所要時間〉 

・自家用車 １人（１１％） → 約２時間（大曲地域以外） 

・電車   ２人（２２％） → 約２時間～２時間３０分（大曲地域以外） 

  ・徒歩   ６人（６７％） → 約４０分～１時間（大曲地域） 

・タクシー、その他 各０人 

    

 ⑾ もし同じ住宅に別の団体が同時に宿泊できるとした場合についての意見 

 複数団体の同時宿泊については、宿泊者の多くが、宿泊施設が不足していることに対

して理解を示し、肯定的な意見が約７割を占めたが、人数が多くなった場合に入浴が混

雑する等の否定的な意見も約３割であった。 

○賛成 ６人（６７％） 

理由（自由記述） 

・お互いに同意できれば問題ない（他の人と一緒なのが嫌な人は、その旨申し出れる

ような仕組みになっていると良い） 

   ・もう１組くらいであればいいと思う。 

   ・自分たちのように宿に泊まれないことが理由で花火をあきらめる人達がいると思う

ため。少しでも多くの人が宿泊できるようにして、「１組のみ」と「複数団体宿泊可」

とで分ければ、宿泊者側も選べて良いと思う。 

   ・事前に記載があれば。そして、別の団体が宿泊する場合、宿泊料が多少安くなると

良い。 

   ・宿泊先の間取りにもよると思うが、事前に宿泊先の情報として（別の団体も宿泊す

る旨の）記載がされていれば問題ないと思う。募集時に身分証明書も提出している
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ので安心。 

○反対 ３人（３３％） 

理由（自由記述） 

   ・多くの方々が泊まれるのはとても良いことと考えますが、人数が多いほど入浴が混

み合う上に帰宅も遅くなるので、１軒１団体が望ましいと思います。 

   ・混雑等で時間が合わず、トラブルの元になる。帰宅時間も遅くなるので、家主の負

担が大きい。 

   ・お風呂などに気を使うと思うので反対。 

 

 ⑿ イベント民泊をまた利用したいと思うか 

 すべての宿泊者から、今後のイベント民泊の利用について前向きな回答が得られた。 

○ぜひまた利用したい ８人（８９％） 

   理由（自由記述） 

   ・料金については改善できると思う。もう少し全体で統一した料金体系にした方が納

得感があると思う。 

   ・今回の宿泊施設が家主も含めて良かった。 

   ・帰りに混雑を回避して宿泊でき、時間を気にせず最後まで花火を満喫できるから。 

   ・初めての利用でしたが、とても良い巡り合わせをいただき、楽しく、自宅にいるよ

うに甘えさせていただきました。花火も最高でした。 

   ・民泊の良さを知ることができた。 

   ・地元の人と話せるというのが本当に良い経験になる。 

  ○旅館やホテル等の予約ができなければ利用したい １人（１１％） 

  ○今回とは別の住宅であれば利用したい、もう利用したくない 各０人 

 

 ⒀ その他の意見（自由記述） 

  ・大変温かく迎えてくださりありがとうございました。民泊そのものは、もう少し行政

が取りまとめするなどして、格差が少ないような運用にすべきだと思います（特に料

金）。 

・もっとたくさんの民泊ができると良いと思う。 

・秋田県で開催されるイベントも民泊も、なかなか情報として知る機会が少ないように

感じるので、もっと広報活動をしてもいいのではないかと思った。 

・自宅提供者リストに受入可能人数が書いてあったが、１団体のみの宿泊なのか、別の

団体も合わせての上限人数なのかが分からなかったので、明記してほしい。 

・インターネットで応募できると良い。 

・申込み時期、当選時期がもっと早いと良い。 

・宿泊料がクレジット払いできると良い。 

・鉄道の切符や花火のチケットと民泊がセットになったパッケージものもあると良い。 

   家主の方々に温かくご対応いただき、とても楽しい旅行になりました。大変お世話に

なり、ありがとうございました。 

  ・今回はたまたまホームページを見たタイミングで民泊のことが掲載されていたので、

申込みができ、来ることができました。来年もぜひ来たいと思いますが、せっかくお
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互い仲良くなったので、リピーター同士のマッチングも上手くできるような制度があ

ったらいいなと思います。 

  ・もう少し早く募集してくれると予定が立てやすい。 

  ・郵送での応募しかない点。 

  ・ホームページの資料がスマホで確認しづらいので、ＰＤＦでない方が良い。 

  ・様々なお気遣いに驚きもしましたが、花火大会の後に泊まることができなかった事を

考えれば、泊まる場所があったことに本当に感謝です。 



（回答内容はすべて統計的に処理され、個人に関する情報が明らかになることはありません。）以下の設問のうち、該当する回答番号を一つ選び、番号に◯をご記入ください。
１　市のホームページを見て知った２　市の広報を見て知った３　知り合いからの紹介で知った４　新聞を見て知った５　テレビを見て知った６　ラジオを聴いて知った７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１　隣接するすべての家庭に話をした２　隣接する家庭の一部にのみ話をした３　特に隣近所の家庭には話をしていない４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１　宿泊サービスの提供に関する全体的な研修（宿泊者への対応方法等）２　衛生面（住宅内の衛生管理や感染症対策等）に関する研修３　安全面（犯罪や事故防止等の対策等）に関する研修４　外国人の対応に関する研修５　トラブル回避のための他の事例等に関する研修６　特にない７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１　自宅で丸洗いした上で、天日干しを行った２　自宅で天日干しのみ行った３　コインランドリー等で洗濯・乾燥を行った４　特に何も行っていない５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

イベント民泊で自宅を提供するにあたって、何か研修などを受けたほうがいいと思う分野があれば、教えてください。（複数回答可）
イベント民泊で宿泊者を受け入れることについて、周辺住民の方に、事前に何かお話をされましたか。

イベント民泊に関するアンケート(自宅提供者の方向け)この度はお忙しい中、イベント民泊にご協力いただきありがとうございます。今後、より良い仕組みへと改善を続けていくために、ご意見をいただきたく、ご協力をお願いします。
イベント民泊を知ったきっかけを教えてください。

宿泊受け入れ前、寝具（自家所有分についてのみ）はどのように管理しましたか。
1 / 5 ページ



１　非常に良かった２　まあまあ良かった３　少し悪かった４　かなり悪かった

１　また自宅を提供したい２　場合によっては自宅を提供してもいい　→　２の場合、提供してもいいと思う場合（条件）３　あまり自宅を提供したくない４　もう自宅を提供したくない

ご協力ありがとうございました。このアンケート用紙は、大変お手数ですが、市役所の担当までお届けくださるようお願いします。

イベント民泊を来年度以降も実施するとすれば、また自宅を提供したいと思いますか。

その他、イベント民泊制度の改善のため、ご意見等があればご記入をお願いします。

市が宿泊者に対して、事前にもっと情報提供を行うべきだと思う点があれば、教えてください。
宿泊者の方のマナーや態度についてはいかがでしたか。

2 / 5 ページ



（回答内容はすべて統計的に処理され、個人に関する情報が明らかになることはありません。）以下の設問のうち、該当する回答番号を一つ選び、番号に◯をご記入ください。
１　市のホームページを見て知った２　市のフェイスブックを見て知った３　大曲の花火公式ホームページ(大曲商工会議所が運営)を見て知った４　市内の宿泊施設からの紹介で知った５　新聞等の報道で知った６　その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
１　宿泊料金２　花火大会会場までの距離３　大曲駅からの距離４　住宅の築年数５　寝室の施錠の可否６　その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
１　知りたい情報を、十分知ることができた２　知りたい情報を、まあまあ知ることができた３　知りたい情報を、あまり知ることができなかった４　知りたい情報を、ほとんど知ることができなかった

１　高かった２　適切な金額だった３　低かった
宿泊先の情報について、事前にもっと詳しく知りたかったことがあれば教えてください。

イベント民泊に関するアンケート(宿泊者の方向け)この度はイベント民泊をご利用いただきありがとうございます。今後、より良い仕組みへと改善を続けていくために、ご意見をいただきたく、ご協力をお願いします。
イベント民泊を知ったきっかけを教えてください。
宿泊先の住宅を選択する際、最も優先した条件は何ですか。
市ホームページで公開されていた、宿泊料金や設備などの情報量は十分でしたか。

宿泊先の宿泊料金は適切でしたか。
3 / 5 ページ



一人当たり(　　　　　　　　)円 程度
寝具の状態 住宅内の状態 部屋の広さ 家主の対応１　とても満足 １　とても満足 １　とても満足 １　とても満足２　まあまあ満足 ２　まあまあ満足 ２　まあまあ満足 ２　まあまあ満足３　少し不満 ３　少し不満 ３　少し不満 ３　少し不満４　かなり不満 ４　かなり不満 ４　かなり不満 ４　かなり不満
良かった点 　　改善すべき点
１　有料観覧席Ａ席(定員６名)２　有料観覧席Ｃ席(定員５名)３　有料観覧席イス席(定員１名)４　有料自由観覧エリア５　その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
交通手段１　自家用車（住宅から自家用車で直接、花火会場付近まで向かった場合）２　電車（住宅から最寄りの駅を利用して、花火会場へ向かった場合）３　タクシー４　徒歩５　その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)所要時間（行き）・　宿泊先の住宅を出発　　　　　→　　　花火会場に到着　　午前・午後 (       )時頃　　　　　　午前・午後 (       )時頃所要時間（帰り）・　花火会場を出発　　　　　　　→　　　宿泊先の住宅に到着　　午前・午後 (       )時頃　　　　　　午前・午後 (       )時頃

今回の宿泊先に対する満足度を教えてください。
上記で「１ 高かった」、または「３ 低かった」と回答いただいた方にお聞きします。どれくらいの料金が適切だと思いますか。

その他、宿泊先で特に良かった点、改善すべき点をそれぞれ教えてください。
大曲の花火は、どの場所で観覧されましたか。
「宿泊先の住宅」から「花火大会の会場」までの、交通手段と所要時間を教えてください。

4 / 5 ページ



１　賛成２　反対理由
１　ぜひまた利用したい２　旅館やホテル等の予約ができなければ、利用したい３　今回とは別の住宅であれば、利用したい４　もう利用したくない理由

ご協力ありがとうございました。このアンケート用紙は、封筒に入れて封をし、自宅提供者の方に渡してください。

今回のイベント民泊では、安全面への配慮から、宿泊者は「住宅1軒あたり1団体のみ」としましたが、もし、同じ住宅の中に別の団体が同時に宿泊できるとした場合、どのように思いますか。
イベント民泊を来年度以降も実施するとすれば、また利用したいと思いますか。

その他、イベント民泊制度の改善のため、ご意見等があればご記入をお願いします。

5 / 5 ページ


